平成２０( ２００８) １２月２０日第１１４号

学 校 だより
現地校は今週で終わり、子どもたちは 冬休みに入
ります。補習校は、本日、２００８年最後の授業日
になりました。
さて、今年一年を振り返り、それを漢字一字で表
すならば、どんな漢字が浮かんできますか。
（財）日本漢字能力検定協会は、漢字の奥深い意義
を伝授する活動の一環として、毎
年年末に全国から世相漢字を応募
し、最も応募の多かった漢字を一
年の世相漢字として発表していま
す。今年の世相を表す漢字として、
第１位になったのは 、
「変」という
漢字でした。応募者が「変」を選
んだ理由の概要は 、
「政治、経済をはじめ、良くも悪
くも変化の多かった一年。来年は世の中も自分達も
新しく変わっていき希望のある社会にしていきた
い。
」ということからです。
これまで、“身近な食品から政界、スポーツ選手に
まで、次々と「偽」が 発覚して、何を信じたら良い
のか、わからなくなった一年。
（２００７年「 偽」）”
、
“悠仁様のご誕生に日本中が祝福ムードに包まれた
一方、いじめによる子どもの自殺、虐待、飲酒運転
事故など、痛ましい事件が多発。ひとつしかない「 命」
の重み、大切さを痛感した年。
（２００６年「 命」）”
、
“紀宮様のご成婚、
「愛・地球博 」の開催、各界で「ア
イちゃん」の愛称の女性が大活躍。残忍な少年犯罪
など愛の足りない事件が多発したこと。
「愛」の必要
性と「愛」欠乏を実感した年。
（ ２００５年「愛」）”、
“台風、地震、豪雨、猛暑などの相次ぐ天災。イラ
クでの人質殺害や子供の殺人事件、美浜原発の蒸気
噴出事故、自動車のリコール隠しなど、目を覆うよ
うな人災が多発。「災い転じて福となす」との思いも
込めた年 。
（２００４年「災 」）”という漢字が選ばれ
ています。それ以前の漢字を見ると、
「 虎」
「 毒」
「 倒」
「戦」「震」などで、世紀末から新世紀初めはあまり
良くなかった年が多いように感じられます。
今年の漢字の第２位は「金 」、第３位は「落」、以
下「食 」
「乱 」
「高」
「株」
「不」
「毒 」
「薬」
「麻」
「危 」
「混 」「殺 」・・・と続きます。北京オリンピック開
催年のため「金」は明るい漢字ですが、他はどれを
とっても暗いニュースを思い起こさせる漢字です。
来年は、前向きで明るく、力が湧いてくるような
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字で表すことができればいいですね。
すぐに思い浮かぶ字は、
「楽 」
「優 」
「佳 」
「愛 」
「好 」
「豊」「希」「遊」「夢」「幸 」「誉 」「明」「健」「裕」
「寛」「和」
「尊」
「晴 」・・・結構あるものです。
「思いやり一つ運動」と称して、道徳を実践して
いるクラスがあります。この実践を通しての作文を
紹介します。
「思いやりアンケート」
小学部４年 A 組 野口愛実
４年 A 組は思いやり運動をしています。みんなは
思いやりをして、毎週ビーズをもらっています。今
度はわたしたちだけではなく、ほかに人が思いやり
をどう思っているか知るために、インタビューをし
にいきました。
わたしは、いろんな学年の
人を１８人もインタビューし
ました。そしてその後、クラ
スでみんなの結果を集め、い
ろんなことがわかりました。
全体から見ると、思いやり
をしたことがある人が多かっ
たです。けれど、３年生以下の人たちは、思いやり
が何かわからないと言う人が多かったです。
４年生から６年生の人たちは、思いやりをするの
は簡単だと思う人が多く、反対に大人はむずかしい
という人が多かったです。思いやりはむずかしいと
思っている人に理由を聞いたら、自分が思いやりを
したいという気持ちだけではなくて、相手の気持ち
まで考えていたことがわかりました。
思いやり運動を通して、むすかしいと思っていた
こともやってみたらおもしろかったり、かんたんな
事でも喜んでもらえた時がありました。だから、わ
たしはむずかしいと思っても、どんどんやってみた
いです。そうしたら、最後にむずかしいと思ってい
た思いやりが、かんたんに思えるかもしれません。
わたしは、４年生が終わっても、ずっと、ずっと、
ずっと思いやりを毎日続けたいです。
「むずかしいと思っても、どんどんやってみたい
・・・・かんたんに思えるかもしれません。」は、
作者の純朴な心の内が活字になり、私たち読者に語
りかけているような表現です。そして、「自分はこ
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れから、どのようにしていきたいのか 。」でまとめら
れています。ふだんの生活でも「思いやり」がある
言動や行動は、周りの雰囲気を和ませ、心を温かく
させてくれます。愛実さん、ありがとう。
国語科の単元「生活を見つめて」 の作文指導と合 わせた
「思 いやり一つ運動」という道徳の 実践。年間指導計画を
立て、これを計画的継続的に進めてきた小４Aです。
先週の 続き、
「聞き上手」
（２ ）は次号以降に 記載します。

２月２１日

第６回クラス委員会
中学部期末考査（国語・国語総合）
２月２８日 高等部学力テスト・面接
中学部期末考査（数学・社会）
３月１４日 卒園・卒業式、修了式、群読大会
３月２１日 休校の振り替え授業
今年度の最終授業日です。

◆パトロール当番予定表 １月 １０日◆

＜毎年、毛筆コンクールに参加していますか＞
「蔡倫展」と呼ばれる書道
展に毎年参加しています。小
学生は冬休みの課題であった
り、中学部は書き初めで課題
作品を書いて出品したりして
いました。
本日、子どもたちが課題を
持ち帰っています。書道用具
を持ってきているご家庭は、
積極的に出品してください。
課題は、幼児「たね」、小１
「みどり」、小２「はじめる」、小３「はと」、小４「 大
地」、小５「雪わり草」、小６「春待つ里」、中１「世
界の和 」、中２「輝く天地 」
、中３「白雪連峰」高校
「紙墨相発（書体自由）」になっています。
校内締め切りは、１月１０日（土）です。日本必
着が１６日（金）ですから、出品する人は、年明け
初日の授業日に忘れないように持ってきてください。

＜三水会センターのお休みを教えてください＞
クリスマス休暇 １２月２４日（水）２５日（木）
年末年始の休み １２月２８日（ 日）～１月５日（月 ）
図書館で借りた本の返却には、十分にご注意くだ
さい。

＜これからの予定を教えてください＞
～１２月２７日・１月３日はお休みです～
１月１０日

１７日
２４日
３１日
２月 ７日

１４日

授業が始まります。
第５回クラス委員会
冬休み課題回収(課題は早めに済ませてくださいね ｡)
餅つき大会
年賀状・書き初め展
進学説明会
新入園・新入学面談
（在園児は除く）
学習参観（小１・３・５、中３）
高等部入学説明会
第３回漢字検定(合格目指して頑張れ! )
学習参観（幼稚園・小２・４・６、
中２・３、高等部）
中学部入学説明会

～よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７

学年 順位
小４ ３０
３１
３２
３３
３４
３５
３８
小５
１
２
３
４
５
６
８

児童生徒氏名
野澤 伶應
水上 由梨香
三浦 治樹
大川 佳太
堀
晃希
中邑 勇介
白方 寿旺
武川 智輝
赤松 和紀
浮田
耀
野口 優花
武正
隼
山本 寛士
筒井 きらら

＜転入＞
松本 峻くん(小１ A)
ようこそ、補習校へ。わからないことがあったら
遠慮なくお友だちや先生にたずねてください。仲良
くいっしょに勉強していきましょう。

＜転出＞
吉田彩音さん（幼月） 森 光君（小１ A)
ミトリ ジャック君（小２ A) 門池勇樹君（小２ B )
佐治優花さん（小３ B) 髙橋日向華さん（小４ A)
石井健介君（小５ A)
森 日向子さん（ 小５ A )
髙橋帆乃華さん（小５ B ) 石井陽菜さん（中３）
嶋田瑛治君（中３）
たくさんのお友だちが補習校を去ります。寂しく
なりますね。帰国受験の人は、冬休みを返上して勉
強に取り組まなければなりません。難関突破を祈念
いたします。みなさん、ヒューストン日本語補習校
でたくさんの思い出ができましたか。思い出や友達
を大切にしてくださいね。お元気で、さようなら。

＜ただ今、何人＞
幼稚園－４４人、小１－３５人、小２－４６人
小３－３５人、 小４－３７人、小５－３５人
小６－３０人、 中１－２３人、中２－１５人
中３－１４人、 高１－１０人、高２・３－９人
合計３３２人

みなさま、よいお年をお迎え下さい
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